
津市地域公共交通網形成計画（案）の概要について
第１章 本計画策定の背景 第３章 津市地域公共交通網形成計画の基本的な事項

少子高齢化・人口減少が急速に進展する社会において、地域の活性化や地域経済の持続的発展を実現するた
めには、コンパクトなまちづくりとともに、拠点同士や拠点と居住エリアを結ぶ地域公共交通網の充実が必要
不可欠です。
本市では、平成２１年１２月に「津市地域公共交通総合連携計画」を策定し、合併前の旧市町村で独自に実
施していたバス事業を平成２２年４月から津市コミュニティバスとして再編し、平成２５年４月に本格運行へ
移行しました。
次のステップとして、平成２５年度から新たな連携計画策定のための調査事業に着手していましたが、平成
２６年１１月に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、同法に基
づき、津市における新たな計画を「津市地域公共交通網形成計画」として策定することとなりました。

○本計画の位置付け
本計画は、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」第５条に基づき、平成２１年に策定された
「津市地域公共交通総合連携計画」を、平成２６年１１月施行の改正法に基づき改定したものです。
本計画は、平成２５年策定の「津市総合計画後期基本計画」、平成２２年策定の「津市都市マスタープラ
ン」を上位計画とします。

津市地域公共交通網形成計画は、基本的な考え方については、「津市地域公共交通総合連携計画」を踏襲し
ますが、まちづくり、観光振興等との一体性の確保や、地域全体を見渡した総合的な公共交通ネットワークの
形成及び住民の協力を含む関係者の連携などを重要視することとともに、連携計画をステップアップし、市域
全体を展望した、より効率的で利便性の高い公共交通ネットワークの構築を目指します。

施策  ①高齢者に特化した割引制度や設備等の検討

 持続可能な交通サービスが提供できる交通体

目標３－２  高齢者の外出意欲の増進

基本方針３
 公共交通サービスをサポートし、利用促進に
つながる交通体系の実現

目標３－１  公共交通に対する市民意識の向上を図る

施策

 ①広報誌による意識啓発・利用促進ＰＲ
 ②わかりやすい路線・時刻表情報の提供
 ③モビリティマネジメントの実施
 ④利用促進イベントの実施

基本方針１
 地域をつなぎ、住みやすいまちづくりを実現
する公共交通ネットワークの構築

目標１－１  広域での移動を確保する

施策

 ①幹線の整備と運行
 ②乗継設定と待合環境の整備
 ③隣接自治体との連携
 ④鉄道の利便性の向上のための要請と利用促進

目標１－２  日常生活における地域移動を確保する

施策

 ①三重交通バス路線の整備と運行
 ②津市自主運行バス（廃止代替バス）の見直
 しへの着手
 ③津市コミュニティバスの整備と運行

上位計画・法改正を踏まえた新たな視点
より重点的に取り上げるべき視点

●まちづくりや観光振興と公共交通の連携
●高齢者の生きがい対策や子育て中の人・免
許のない子どもたちにも配慮した公共交通

本計画の将来像
「楽しく便利に生活するために公共交通が利用できるまち」

本計画の基本理念
「一体感のあるまちづくりを支え、
誰もが移動できる公共交通体系の実現」(連携計画より継承)

将来像、基本理念より、基本方針と目標を定め、施策を実施します。

平成２５年度から計画策定に係る調査事業
に着手
津市地域公共交通活性化協議会の開催
・市民、交通事業者、学識経験者、行政等

計画策定に向けたこれまでの取り組み

形成計画へ引き継ぐ課題
※第２章で整理

津市の取り組み 国の動き

津市総合計画前期計画
（平成２０年策定）

１０市町村の合併
市域の広域化への対応と行政機能の統合の必要性
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第２章 津市地域公共交通総合連携計画の実施状況

○計画対象区域：津市全域
○計画期間：平成２７年４月 平成３２年３月（平成２９年度に中間見直しを行います。）
○地域公共交通網形成計画の目標
・数値目標
○目標を達成するために行う事業・施策及びその実施主体に関する事項
○地域公共交通網形成計画の達成状況の評価に関する事項
・公共交通の計画推進体制について
・推進プロセス
・計画期間中の見直しプロセス

連携計画の検討課題と施策の実施状況の点検を行い、加えて平成２６年度に実施した市民アンケートの結果
も踏まえ、形成計画へ引き継ぐ課題の整理を行いました。

〈１〉他交通手段も含めた各交通との連携強化

〈２〉地域や施設との連携強化

〈３〉サービス水準の向上

〈４〉移動円滑化への対応

〈５〉新たな交通手段への対応

〈６〉バス車両の改善・サイズの見直し

〈７〉運賃体系の見直し

〈８〉コスト削減

形成計画へ引き継ぐ課題

目標５－１  交通を担う人材を確保し育てる

施策  ①地域公共交通あり方検討会の開催

施策

 ①ＰＤＣＡサイクル確立のための基準づくり
 ②中間年度・最終年度における評価指標の
 達成度評価（ニーズ調査）
 ③改善案の策定と路線の運行体系の見直し

基本方針５
 市民、交通事業者、行政の協働による仕組み
づくり

基本方針４
 持続可能な交通サービスが提供できる交通体
系の実現とＰＤＣAサイクルの確立

目標４－１  市民や関係者が目標の共有を図る

基本方針２
 地域の特性に応じた利便性の高いコミュニ
ティ交通の実現

 ③津市コミュニティバスの整備と運行

目標１－３  観光振興との連携による交流人口の拡大

施策
 ①公共交通を利用した観光振興への取組

 ③ＪＲ名松線利活用事業
 ②海上アクセス利用促進事業

目標２－１  交通不便地における移動手段を確保する

施策
 ①地域住民運営主体型コミュニティ交通事業
 の推進

目標２－２  地域を越えた移動手段を確保する

施策
 ①津市コミュニティバスの整備と運行（再掲）
 ②乗継環境の整備

・市民、交通事業者、学識経験者、行政等
で組織
・平成２５年度に４回、平成２６年度に５
回開催
バス事業者、タクシー事業者アンケートの
実施
商業施設利用者アンケートの実施
津市地域公共交通総合連携計画分科会の
開催
・市民、交通事業者、学識経験者、行政等
で組織
・計画の作成について専門的に議論
・平成２６年度に４回開催
地域公共交通に関する市民アンケートの
実施
地域公共交通あり方検討会の開催
・地域の自治会長等、地域の代表者で組織

地域公共交通の活性化及び再生に

関する法律の制定（平成１９年）
•地域公共交通の活性化及び再生を総合
的かつ一体的に推進
•地域公共交通総合連携計画の作成

地域公共交通の活性化及び再生に

関する法律の改正（平成２６年）

•コンパクトシティの実現に向けた
まちづくりとの連携
•地域全体を見渡した面的な公共交
通ネットワークの再構築

•地域公共交通網形成計画の作成

高齢化や人口減少等
社会状況の変化に対応

（平成２０年策定）

津市都市マスタープラン
（平成２2年策定）

津市総合計画後期基本計画
（平成25年策定）

津市地域公共交通総合連携計画
（平成２１年策定）

•統一された運行システム・運賃体系
•幹線・支線システムによるネットワーク
形成 等

•継続している課題
•重点的に取り上げるべき視点
•新たな視点

津市地域公共交通網形成
計画（本計画）

上位計画

計画に基づく施策の実施



「津市地域公共交通網形成計画」（案）に対する意見募集の結果について

項目など ページ数 意見 意見に対する回答

1 第３章　第１－１ 24

　計画の目指す将来像を「公共交通網が便利で使いやす
く、楽しく快適に生活できるまち」に改める。
　目指すまちは「公共交通が利用できるまち」と言うより、
「楽しく便利に生活できるまち」であるはずです。追求する
価値の主従を的確に押さえて表現すべきだと思います。
　その下の「将来像のイメージ」でも、「誰もが積極的に公
共交通を利用し」とありますが、そのことは必ずしも必要で
はなく、「利用したい人が便利に公共交通を利用し」と表現
することがより適当だと思われます。

　公共交通を利用することが単なる手段であると捉えるなら、「楽しく便利に
生活できるまち」が目指す将来像であるとする表現の方が的確であるかもし
れませんが、地域公共交通活性化協議会での議論の中で、交通を主軸とし
て、誰もが移動できる公共交通体系の実現を目指すために、敢えて、「公共
交通が利用できるまち」であることを強調し、このような表現としています。
　将来像のイメージについても、より環境に配慮し、地域の財産としての公
共交通を持続可能なものとしていくといった思いを込めて、「誰もが積極的に
公共交通を利用し」といった表現をしています。

2 第３章　第４ 35

　目標２－２にて「地域を超えた移動ニーズ」を認識してい
るのであれば路線数の目標値は結果ありきの数値になっ
てしまうのではないか。地域をまたいだ利用者の数を目標
としてはどうか。

　御意見の主旨を踏まえ、「地域をまたいだ路線の利用者数」を指標とする
ことに修正いたします。

　目標３－２にて指標に「三重交通の低床バス導入率」が
挙げられているが、Ｐ５３においても三重交通の導入率向
上のために今計画において津市が何を実施するかが書

　本計画は、津市全体の公共交通に関する目標を定めているものであり、
低床バスの導入については、行政と事業者が一体となって取り組んでいくこ
ととしています。
　なお、低床バスについては、市コミュニティバスにおいても導入を図ってい
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3 第３章　第４ 36
上のために今計画において津市が何を実施するかが書
かれていないことから、指標としては不適切ではないか。
　また高齢者の運賃体系についても触れているのであれ
ば、市長選候補が公約に取り上げている無料化検討は触
れても良いのではないか。

　なお、低床バスについては、市コミュニティバスにおいても導入を図ってい
ることから、P36の数値目標に係る指標の現況値を修正し、三重交通という
表記を削除させていただきます。（コミュニティバスを含めても数値の変動は
ありません。）
　また、高齢者の運賃体系については、現段階では割引制度としての検討
を行うこととしています。

4 第３章　第５－２ 49

　Ｐ３３以降の第４「計画の目標」にて全く触れられていな
い「ＪＲ名松線利活用事業」が出てくるが、これは事業にお
いて目標値管理を行わないということか。この事業の目指
すところが何かが全く見えないが、せめて目的というか、
事業を行うことで地域をどのようにしたいかの理念くらい
は明記したほうが良い。

　本計画の中では、公共交通と観光振興の連携にも重点を置いていること
から、観光資源としてのＪＲ名松線を利活用していくために、「ＪＲ名松線利
活用事業」を目標1-3「観光振興との連携による交流人口の拡大」に位置付
けています。
　現在、JR名松線は一部区間において鉄道による運行を行っていないた
め、現況値の把握及び目標値の推計が困難であることから、現時点では指
標として設定していません。
　なお、ご指摘を受けて、P49③JR名松線利活用事業の記載を「ＪＲ名松線
の全線復旧を踏まえ、交流機能として同路線を活用し、森林セラピー基地ほ
か観光資源等との連携を図るなど、美杉地域をはじめとした沿線地域の活
性化を目指し、観光振興への取組を推進していきます。」と改めます。



津市地域公共交通網形成計画への協議会委員からの指摘、パブリックコメントの意見等による修正

修正ページ 内容

3
「津市のまちづくりの具体的な方針」
↓
「津市の都市づくりの基本的な方針」

3
「ひと・うみ・みどり輝く県都“津市”」
↓
「ひと・うみ・みどり　輝く県都“津市”」

7
「具体的には基本理念にもとづいて」
↓
「同計画の将来像を実現するために」

10 ×「将来都市構造を実現するたには」→○「実現するためには」

13 ×「三重大学医学部付属病院」→○「三重大学医学部附属病院」

22 ×「地域住民主体型」→○「地域住民運営主体型」

22 ×「確保すこと」→○「確保すること」
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22 ×「確保すこと」→○「確保すること」

32 ×「通勤通学」→○「通勤・通学」

34
目標１－２
「利用者の拡大を図り」→「利用促進を図り」

35

目標２－２指標
「「支線」における地域をまたいだ路線数」
↓
「「支線」における地域をまたいだ路線の利用者数」

35 ×「地域住民主体型」→○「地域住民運営主体型」

36

目標３－２
「高齢者が公共交通を利用しやすい環境を整備するとともに、高齢者が
公共交通を利用して気軽に出かけられるような割引制度・運賃体系につ
いても検討を行い、高齢者の外出意欲の増進を目指します。」
↓
「高齢者が公共交通を利用して気軽に出かけられるような環境を整備す
ることにより、高齢者の外出意欲の増進を目指します。また、割引制度・
運賃体系についても検討を行います。」



36 低床バスの導入率「（三重交通）、●以降」を削除

37

「利用者ニーズや要望を汲み取り、改善を行うための評価の基準を確立
し、利用者ニーズに対応した公共交通の実現を目指します。」
↓
「持続可能な交通サービスの実現や、ＰＤＣAサイクルを確立させるため
に、市民や関係者が形成計画の目標を共有し、達成を目指して意識的
に取り組むことで、さらなるサービスの向上につなげていきます。」

37

「●公共交通全体の利用者は減少傾向にありますが、市民や関係者が
目標の共有を図り、意識的に公共交通を利用することにより、少しずつ
利用者を増大させることを目指します。」
↓
「●市民や関係者が、形成計画の目標の達成を目指して意識的に取り
組むことにより、減少傾向にある公共交通全体の利用者数を少しずつ増
大させます。」

38

１　事業・施策の概要
「詳細については別に地域公共交通再編実施計画において定めるもの
とします。」
↓
「バス路線の整備・運行に関しては、地域公共交通再編事業の活用につ
いても検討いたします。」

38

事業・施策②
「②津市自主運行バス（廃止代替バス）の見直しへの着」
↓

38
↓
「②津市自主運行バス（廃止代替バス）の見直しへの着手」

40

目標１－１　事業施策の中
「 定時性確保のための道路状況改善策の検討（ラッシュ時間帯の渋滞
緩和）」
↓
「 定時性確保のための道路状況改善（ラッシュ時間帯の渋滞緩和）」

40

目標１－１　事業施策の中
「 大型商業施設、公共施設への乗り入れ検討」
↓
「 大型商業施設、公共施設への乗り入れ」

43

目標１－２　事業施策の中
「 大型商業施設、公共施設への乗り入れ検討（再掲）」
↓
「 大型商業施設、公共施設への乗り入れ（再掲）」

44

②津市自主運行バス（廃止代替バス）の見直しへの着手
「・・・・・路線ごとに検討していきます。」
↓
「・・・・・路線ごとに検討し、改善していきます。」



46 ×「三重大学医学部付属」→○「三重大学医学部附属」

49

「ＪＲ名松線の全線復旧を踏まえ、交流機能として同路線の活用を図り、
森林セラピー基地ほか観光資源等との連携を図るなど、沿線地域の活
性化とも連携した取組みを推進します。」
↓
「ＪＲ名松線の全線復旧を踏まえ、交流機能として同路線を活用し、森林
セラピー基地ほか観光資源等との連携を図るなど、美杉地域をはじめと
した沿線地域の活性化を目指し、観光振興への取組を推進していきま
す。

50 ×「移動需要が顕在化」→○「移動需要がみられる」

62 ×高齢化率「多くなっています」→○「高くなっています」

64 ×「当り」→○「当たり」

65 高校・大学の表、字体が異なるので修正

74
幹線・支線の利用者推計についてＰ７４に追記。
それに伴って、それ以降のページ数変更。

82

「高岡ルートは利用増加が続いていますが、地域全体では平成２４年度
から利用減少が続いています。」
↓
「高岡ルートは利用増加が続いています。地域全体では平成２４年度ま
で増加が続いていましたが、平成２５年度に減少となりました。」

83 ×「城立・福田ルート」→○「城立・福田山ルート」

125,126 活性化協議会構成員、分科会構成員、パブコメの実施経過を追加


